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あなたがもし、JCの何かについて悩みがあるなら、

それは素敵なことです。

なぜなら、まちを良くしたいと思わない人や、

組織を良くしたいと思わない人は、

決して悩むことがないからです。

だから、あなたが悩んでいることは、

実はいい未来につながっていると思います。

今年の日本青年会議所には３５の会議体・委員会があり、

それぞれが大きな担いを背負って運動を展開しています。

うまくいったものはもちろん、

そうでないものもあります。

結果は様々ありますが、すべては成果です。

うまく行かなかったものは、

来年それ以外の方法に取り組むことができるのです。

人間、うまくいかなかったことは、

できれば言いたくないのですが、

全国のメンバーの皆様のために少しでもなればと、

すべてを大公開しています。

どうか、皆さんの事業がいい成果を生みますように。
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何をやるかよりも、何故やるか。
JCの理念を学び直せば、
アクティブ会員が増える。

いきなり全員は難しいですが、
理念に立ち返ることで、
心から賛同してくれるメンバーが現れます。

理念共感プロモーターは、あなたがなぜ、何のために、誰のためにJC活動するのかを明

確にするためのコーディネーターとして、JCの理念を組織に浸透させる活動を行ってい

ます。是非、理念共感プロモーターを活用して、私たちと共に愛を拡げる運動を起こしま

しょう。

予算／０円（セミナー等で外部講師に依頼する場合は費用が発生します）

紹介可能なパートナー／理念共感プロモーター、アチーブメント株式会社 ⇒ 無料

サイボウズ株式会社、工藤勇一氏（横浜創英中学・高等学校 校長）⇒ 有料

※理念共感プロモーターとは

理念共感拡大の取り組みを企画コーディネートするスキルとノウハウを持った人財です。2022年3月18日～20日の3日間で

実施した「理念共感プロモーター育成プログラム」に参加して、全てのプログラムを履修された方のみ認定を受けられる

JCI日本公認資格です。

お問い合わせ：理念共感拡大会議 副議長 𦚰本 泰志 TEL080-3912-2485 メール：rinenkyokankakudaikaigi@gmail.com
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概要

期待できる成果

理念共感プロモーターによる理念共感拡大セミナーの様子（対面、オンラインの両方で対応できます）

・JCの存在意義を学ぶことができます。

・人生のビジョンを考える機会になります。

・理念を共感してもらうための仕組みを理解することができます。

・積極的にJCを紹介したくなります。



『JAYCEE STUDIES』

～多様性を生み出す対話の促進～

自らの価値観やビジョンを認識し、組織の理念と照らし合わせることで、理想のJAYCEE

像を追及し、組織としてありたい姿から自らのあるべき姿を追及する対話の機会

「JAYCEE STUDIES」という事業を提案します。誰もが気軽に参加できて、発言できる、

心理的な安全性が担保された対話の機会を創出しましょう。

予算／０円（全国のメンバーとの意見交換）

紹介可能なパートナー／理念共感プロモーター、アチーブメント株式会社 → 無料

サイボウズ株式会社 工藤勇一氏（横浜創英中学・高等学校 校長） ⇒ 有料

・組織としての価値観（理念）について理解することができます。

・各々のメンバーがJC活動を行う目的を知ることができます。

・メンバーがお互いの価値観を認め合うことができます。

・理想のJAYCEEとなるために、理想と現実のギャップを認識することができます。

お問い合わせ：理念共感拡大会議 副議長 大川 正人 TEL090-2782-7600 メール：masahito0218@gmail.com
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概要

期待できる成果

全国のメンバーとの意見交換

理想のJAYCEEとはどのような人財でしょうか？
理想のかたちはひとつだけですか？
全てのメンバーが活躍できる組織を創造するための
対話の機会を創出しよう！

JCIクリードの解説



人を集める組織ではなく
人が自然と集まる組織へ

事業や例会を通して、常に会員に納得感、共感を広める
ことで合意形成を図り、ガバナンスの効いた組織構築か
ら、主体的に組織を他者に勧める人財が増え、拡大活動
から拡大運動へと変革できます。

理念共感型拡大への一歩として、明日から実践できる、3つの提案！対内アンケート、拡

大会議、JC説明会を実施することで組織としてのあるべき姿を再認識する機会が創出で

きます。また、毎月開催するオンラインサロンは理念共感の重要性をはじめ、本来の拡大

のあるべき姿や拡大に資する有益な情報を誰もが学べる機会を提供しております。そして、

これまでの動画コンテンツは運動プラットフォームからいつでも閲覧可能です。さらには、

全国各地において、事前ヒアリングを通したLOMの状態に合わせたオリジナルセミナー

を実施しております。※運動プラットフォームURL:https://movement-platform.com/

予算／０円～

紹介可能なパートナー／日本青年会議所、アチーブメント株式会社 ⇒ 無料

日本JCシニア・クラブ、株式会社プラスティー教育研究所 清水章弘氏 ⇒ 有料

・現状の組織の状態を再認識することで誰もが活躍できる組織改革が出来ます。

・組織にとって最も必要な人財を明確にする機会となります。

・組織理念の重要性と必要性を認識することができます。

・主体的に会員拡大を行う会員が増えます。

お問い合わせ：会員発掘会議 副議長 世古 洋平 TEL080-3613-0429 メール：sekotosou@gmail.com
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概要

期待できる成果

会員拡大動画コンテンツ オンラインサロン(毎月開催) オリジナル拡大セミナー



組織改革のすすめ

時間を有効に使えるツールを公開

各LOMの悩みに応じ、優先順位をつけて
少しずつ改革を進めることをお勧めします。
組織改革やツールの導入を目的にせず、LOM運営の課題を正確にとらえましょう！

組織改革ショーケースを時代に合わせ刷新し、カテゴリーごとに分類、改革に関して

の具体例、そして全国各地で実際に行われてきた改革事例、生産性の向上に有効なデ

ジタルツール集を掲載してます！成功事例、失敗事例から多くを学びこれからの運動、

活動に活かす内容となってます。https://bit.ly/rmjc

予算／0円～（＊講師費用、システム費用は別途発生します。）

紹介可能なパートナー／サイボウズ株式会社、Google社、テックスープ・ジャパン

・より良い運動が最適なタイミングで実施できる魅力ある組織づくりを推進することが

できます。

・効率の良い活動を行い家庭、仕事、JCのバランスを整えることによりJCへの共感を生

み出します。

お問い合わせ：組織改革委員会 副委員長 富谷英生 TEL 080-3320-1366 メール：2022soshikikaikaku@gmail.com
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概要

期待できる成果

意識改革 1on1ミーティング 意識改革 もぐもぐランチ会 DXの活用

https://bit.ly/rmjc


組織改革のすすめ

家庭も仕事もJCも共にできる環境を

様々なライフステージのメンバー誰もがJC活動を行えるような組織環境
を作るには、何から始めるべきか。
小さな取り組みでも組織を大きく変えるきっかけとなります。

・より良い運動が最適なタイミングで実施できる魅力ある組織づくりを推進することができます。

・メンバーの誰もが活躍でき、人々が自然と集う誰もが輝くことのできる組織になります。

お問い合わせ：組織改革委員会 副委員長 渡辺真司 TEL 080-4159-1056 メール：ikulom.info@gmail.com
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概要

期待できる成果

育LOM認定書授与 家族参加の事業 家族参加の全体委員会

育LOM認定取得を推進することで家庭も仕事もJCも共に取り組める環境整備のきっかけ

を創出します。認定取得、または検討中の方を対象に交流会を定期的に実施し、新たな取

り組み、メンバーの意識変化など、実際の効果を共有できます。

※育LOMとは、家庭や仕事、JC活動を平行しながらも活躍できる子育て支援等を積極的に行なうLOMを指し

ます。様々なライフステージにあるメンバーが活躍できる組織環境の構築を通じて、誰もが活躍できる社会

の実現を目指します。

予算／0円～（＊講師費用、システム費用は別途発生します。）

紹介可能なパートナー／内閣府 男女共同参画局



新たなエリアでJC運動を生み出し会員を獲得！
JC運動を創る最強の助っ人！

LOMがあっても、JC運動が無ければ、会員は獲得できません。
新たなエリアでJC運動を生み出すしくみと、良い事業を創る
しくみにより、共感する若者を獲得しよう！

LOMがあれば会員が獲得できるのか？答えは「NO」です。LOMがあっても、その地域で運動がな
されていなければ、その地域から会員を獲得することはできません。そこで、新たなエリアでJC
運動を生み出し、会員を獲得するしくみとして『地域別委員会』を紹介します。地域別委員会とは、
LOMの中で今まで活動していなかった近隣地域にフォーカスし、その地域で活動することを目的
とする委員会やコミュニティを設置し、事業実施をしていくしくみです。地域に根差した運動を生
み出すことで、そのエリアから会員を獲得し、LOMの組織力を高めます。
次に、事業を構築していく上で役立つ『リモートメンバー制度』を紹介します。他LOMから経験
豊富な現役メンバーをリモートメンバーとして迎え入れ、共に事業構築行うことで自分達だけでは
不足していた知識･経験を補い、より良い事業を構築できるしくみです。実際に２人しかいなかっ
たLOMがこの制度を活用して事業実施を行ったという事例もあり、少数LOMでもリモートメン
バー制度を活用すれば共感が生まれるJC運動を展開することが可能となります。

予算／０円

紹介可能なパートナー／日本青年会議所、各ブロック協議会

・地域別委員会を活用することでJC運動を広いエリアで展開していくことができ、各市

町村と強固なパートナーシップを結ぶことができます

・広域でのJC運動の展開により、広いエリアから会員拡大が可能になります

・リモートメンバー制度活用により少人数でも事業構築が可能になり、JC運動の最大化

することができます

お問い合わせ：LOM支援委員会 副委員長 服部幸洋 TEL09033765802 メール：respect.bigben1120@gmail.com
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概要

期待できる成果



理念に共感した若者を獲得して
強固で持続可能な組織を創ろう！

在籍年数3年未満が半数を占める中、言葉でJCを説明するこ
とは難しい！
JC運動によってJCの理念を体感してもらい、理念に共感した
若者を獲得しよう！

「JCの理念とは何なのか」言葉で説明することは大変難しい。入会候補者に説明しても伝わ

らない、入会しても退会してしまうといった話がよくあります。では、どうすれば入会候補

者にJCの理念に共感してもらうことができるのか？

鍵となるのが「JC運動」です。JCの理念を具現化したものがJC運動であり、JCにおける最大

の商品でもあるJC運動（特に対外事業）に入会候補者を巻き込み、理念を体感していただく

ことで、JCの本質を知り共感を生みます。だからこそ、LOMの会員拡大における最大の商品(JC

運動)を磨き上げ、拡大の決定打を作り、アクティブメンバーを創出していくことで強固で持続可

能な組織へと成長していきましょう！

予算／０円

紹介可能なパートナー／日本青年会議所、各ブロック協議会

・JCの理念に共感した候補者を獲得することで、退会者の減少につながります。

・JCの理念に共感して入会することで入会後もJC運動に対しての熱量が高く、アクティ

ブメンバーになります。

・組織全体に理念が浸透し、事業の推進力が増すことで、共感者が増え、会員拡大も成

功する、組織の好循環が確立できます

お問い合わせ：LOM支援委員会 副委員長 服部幸洋 TEL09033765802 メール：respect.bigben1120@gmail.com
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概要

期待できる成果



アワード
全体で行うことによって
JC運動の最大化につながる

一部で行うではなく、すべてのLOMからより良い事業をエントリー
していただくことが大事です。より多くの事業を集めることで、
地域の中で切磋琢磨され、より良い事業で地域の活性化につな
がっていきます。

「自分たちが行った事業は外から見てどんな評価だろう」「良い事業が出来たから評価さ

れたい、マネしてほしい」

アワードは、より良い事業を行ったLOMをたたえて褒賞するプログラムです。各LOMの

地域課題解決のために行われた事業を知り、各LOMが仕組みを共有していくことで、事

業構築の更なる発展、JC運動の最大化につながります。

予算／０円

・アワードを意識することでLOMの意欲向上ができ、地域の活性化につながります。

・LOMで行った事業を振り返る機会となることで、今後のより良い事業構築につながります。

・より良い事業のしくみを聞くことで、まだ事業構築をしていない方にとってはとても参考

になり、事業構築をサポートされる方には新たな気づきを得られJC運動の発展に寄与するこ

とが出来ます。

お問い合わせ：アワード委員会 副委員長 重田 修蔵 TEL090-4657-4892 メール：105award@gmail.com

08

概要

期待できる成果



GianPocket
全国の優良事業を共有！
議案作成が効率的に！

議案構築に困った時は！！
あっ！そうだ！GianPocketだ！！
審議通ったら！！
あっ！そうだ！GianPocketに登録だ！！

ドキドキ、ワクワク、希望に満ち溢れ委員長の職を受けたけど、、、。「事業って何すれ

ばいいんだろう？」、「他のLOMはどんな事業やっているんだろう？」

議案構築する際に「背景、目的が、、、上手く描けないな、、、」、「事業内容が、、、

いい案が思いつかないな、、、」、「手法の工夫を、、、思いつかないな、、、」

そんな時は、 GianPocketを活用してみてください。

今年度、メンバーが能動的にGianPocketを活用できるよう様々なアップデートがされま

した。

予算／０円

・GianPocketの有効的な活用方法を知ることができます。

・GianPocketとAWARDS JAPAN双方登録をすることで、エントリーの負担を減らすこ

とができます。

・GianPocketに多くの議案がアップされることで、全国の素晴らしい事業を共有、発信

し、JC運動の更なる向上を図ります。

お問い合わせ：アワード委員会 副委員長 宮川泰 TEL080-1244-0121 メール：105award@gmail.com
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概要 全国の議案を共有し、より有効で生産性の高い運動を構築するツール！

期待できる成果 LOMのJC運動を最大化することができます



JC運動最大化のため
プラットフォーム

LOMの違いから発展と成長の機会に差があるなんて…
発展と成長の機会を均質化し、まちのために幸せを生み出し続け
る装置を創り続けよう。

LOMの違いから発展と成長の機会に差が出ている状況のなかで、全国どこに所属してい

てもメンバーの発展と成長の機会を均質化する必要があるのではないでしょうか!?

そこで各会議委員会が推奨する運動やJC教育ツール、また、メンバー間での情報共有が

可能となる特設ホームページを構築しました。こちらを活用していただくことでメンバー

同士が一緒に学ぶ、教えあって学ぶ、やってみて学ぶことを実践し、「愛」をもって運動

を最大化することが可能となります。そして、リーダーとなる人財が地域をより良くし、

幸せを生み出し続ける「装置」となります。

予算／０円～

紹介可能なパートナー／日本青年会議所・各地区協議会・各ブロック協議会 ⇒ 無料

・JCの存在意義を理解することができます

・より効果的なJC運動を展開することができます

・より良い社会の実現のために必要な情報を共有することができます

お問い合わせ：運動プラットフォーム構築委員会 副委員長 髙村 涼 TEL090-5702-9982 メール ceo.takamura@hem2018.co.jp
副委員長 室井博道 TEL090-5777-5487 メール hiro1993661@gmail.com
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『理念共感型JCプログラム』
～Purposeセミナー～

自分とJCの理念を重ねたことはありますか？
今、あなたの存在がJCには必要です。
あなたとJCの存在意義を一緒に考えてみましょう！

「JCの理念に共感すること」を目的に構成された本プログラムは、自身の理念とJCの理

念を重ね合わせ、各地のLOMメンバーがJC運動への意欲を向上させ、JCの目的へ向けて

邁進する人財育成プログラムです。この理念共感に特化した新しいJCプログラムをLOM

のメンバーが学び、今後活用していただければJCの理念が広く伝播され、JC運動の最大

化につながっていきます。

理念共感のポイントに絞り込み、各LOMの例会で活用しやすい100分で学べるプログラム

です。JCプログラムホームページから問い合わせ可能です。

予算／10,000円～ （LOM負担金10,000円＋ヘッドトレーナーの移動費及び宿泊費）

紹介可能なパートナー／Purposeセミナーのヘッドトレーナーor地域限定トレーナー

ホームページ／http://jc-program.com/

・JCの理念を学ぶことができます。

・JCがなぜ必要かを学ぶことができます。

・JC運動、活動へのモチベーションを上げることができます。

・自分の理念とJCの理念を重ね合わせることができます。

お問い合わせ：JC教育委員会 副委員長 林 昇平 TEL：090-9448-4342 メール：kirasecound@canvas.ocn.ne.jp
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ステークホルダーへの分配・投資から成長に！
「新しい資本主義」の考え方を学びながら
自社の成長へとつなげていきましょう！

会社のステークホルダーを大切にしながら自社が成長す
る経営を学べます。

「新しい資本主義の実現」、「ステークホルダーを大切にする経営の普及」を目的に、当

会議体が行ってきた事業から得られた知見を「八方よし経営のススメ（モデルケース）」

としてご紹介し、メンバーご自身の企業に取り入れて頂くことを促すパッケージです。

予算：基本的に謝礼や講演料等は不要、会場・設営代のみ

紹介できるパートナー：

八方よし経営塾卒塾生、先進的取組みを行う地域企業、自治体職員など

・日本経済の現状と今後について学ぶことができます。

・先進的な取り組みを行っている企業を知ることができます。

・会社も成長する経営を実現することができます。

・まちの魅力も高まり活気にあふれていきます。

お問い合わせ：新たな資本主義創造会議 副議長 神村健太郎 TEL：080-5010-1989 メール：info@jumboken.com
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みんなで取り組もう！
脱炭素のまち

二酸化炭素の吸収促進には木を育て、木を使い、森を育
てることが重要であることを知って頂き、実際に触れて
木のぬくもりをを感じたり、森の恵みを体感したりする
ことから始めると理解が深まります。

脱炭素社会を実現するためには、二酸化炭素の吸収を高めていくことが必要です。木材加

工業者や地域住民と共に間伐材等を活用した高付加価値商品の開発を行います。さらに、

行政に対してふるさと納税や市民サービスで国産木材を活用した商品の取り扱いや企業や

地域で積極的な活用を促します。また、先進的な取り組みをしている自治体や団体に協力

をしていただき、青少年向けの木育事業を実施し、自然の環境保護の大切さを伝えます。

脱炭素社会実現に向けて、二酸化炭素吸収の重要性に目を向け、環境保護だけでなく森林

の適正な管理の大切さを地域全体で考えます。

予算／０円（WEB開催を想定。実地開催の場合は、会場費や講師交通費等が必要です。）

紹介可能なパートナー／環境省、農林水産省、群馬県みなかみ町、

公益社団法人国土緑化推進機構、西粟倉百年の森林共同組合

・木材製品の高付加価値化と林業の再興から森林の適正な管理につなげます。

・青少年が自然や環境保護の大切さを理解し、持続可能な地域づくりに向けた行動を促

進します。

・ 脱炭素を視野に地域の自然保護や森林の適正な管理をJCから地域全体で考えるきっか

けを創出します。

お問い合わせ：グリーンエコノミー委員会 副委員長 難波 泰明 TEL080-3115-2052 メール：yasuaki.nanba@oneasia.legal
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分かる！できる！
脱炭素経営企業への道

気候変動対策は中小企業でも関心が高まっています。ま
ずは、自らが手法を覚え実践し、行動を起こすことは難
しくないことを地域に伝播し、あの企業でもやっている
ならわが社もと思ってもらえると広めやすいです。

脱炭素社会を目指す取り組みが進められています。しかし、実際にどのような行動をすれ

ば良いのかが分かりにくい状態です。その分かりにくさを解決へと導きます。

中小企業の温室効果ガス排出削減のために、排出用の算定や実際の削減に向けたアクショ

ンプランの策定と行動ができるようにサポートを行います。また、各企業で取り組みやす

く、さらに地域で脱炭素経営企業を支援するために、カーボンニュートラルアドバイザー

育成研修を行い実務者を養成します。その取り組みを広げることにより、脱炭素に向けた

先行的な団体としてイニシアチブを取ることができ、地域全体の脱炭素に向けた取り組み

を行政と共に検討していくことが可能となります。

予算／０円（WEB開催を想定。実地開催の場合は、会場費や講師交通費等が必要です。）

紹介可能なパートナー／環境省、一般社団法人日本カーボンニュートラル協会

・地球温暖化や気候変動への抑止に向けた社会的責任に取り組む団体・企業として、企

業価値の向上につながります。

・カーボンニュートラルアドバイザーになることで、中小企業の脱炭素経営に対して地

域の相談役となるだけでなく、コンサルティング業務等による社業の幅も広がります。

・地域の排出削減に向けた取り組みを行政と共に検討実践することで、脱炭素社会に向

けたより良い地域づくりを支援できます。

お問い合わせ：グリーンエコノミー委員会 副委員長 難波 泰明 TEL080-3115-2052 メール：yasuaki.nanba@oneasia.legal
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コンポストを活用し、
地域のつながりを強める

臭いや虫が気になる、面倒、できた堆肥の行き先がない
という課題がありますが、適切な管理をすれば臭いは気
になりません。家庭でゴミを出す量が減り、子供の情操
教育にも役立つと共に、堆肥を地域で活用をすることで
達成感やコミュニティ形成につながることの理解を広め
ると良いと思います。

①家庭や飲食店で、賞味期限切れや食べ残し、野菜くずなど食品の廃棄となってしまうも

のをコンポストで堆肥へと変えます。

②堆肥を農家や地域の樹木や花壇、学校の花壇や菜園などで活用します。

③地域の協力を得ることにより、家庭や飲食店、畑をつなげることにより堆肥と野菜、賞

味期限間近の食品等で物々交換をすることができ、さらなる食品ロス削減につなげます。

予算／一人当たり1,000円～20,000円（各家庭でのコンポストの初期費用）

自治体によって、各種の助成があるため地域によっては0での実施が可能

紹介可能なパートナー／NPO法人生ごみリサイクル思考の会

・家庭や飲食店の食品廃棄を軽減します。

・堆肥を地域内で循環することにより、コミュニケーションが生まれます。

・家庭、飲食店、農家のつながりができることにより、新たな地域の輪が広がります。

お問い合わせ：グリーンエコノミー委員会 副委員長 清本 賢生 TEL090-1401-3251 メール：takao.k@kiyomoto.info
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こども食堂支援を通じた
フードドライブ運動

フードドライブは、生活困窮者を守るだけでなく、食品
ロス削減が脱炭素社会に向けた取り組みにもつながりま
す。意義や参加のしやすさを周知することが大切です。

生活困窮や共働き家庭の増加伴い満足に食事のできない子供がいる中、様々な理由により

まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品は日本で一年間に570万トン(1日一人当たり茶

碗一杯分)となっています。各家庭や企業から、もらいものや買いすぎてしまった食品、

賞味期限切れ間近の備蓄食品、様々な理由で販売が困難な食品を集め、こども食堂へ寄付

を行います。ただ寄付をするのではなく、事前に賞味期限の必要残存日数等を運営者と打

ち合わせをします。そして、単発的でなく継続的な実施に向けてメンバーの皆様と共に打

ち合わせを行い、今後の展開方法を考えます。継続的な実施に向け、他団体と共同開催も

検討します。

予算／０円（食品の保管スペースなどが必要です。）

紹介可能なパートナー／社会福祉法人全国社会福祉協議会、

NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

・各家庭で賞味期限に対する関心を高め、地域の食品ロスを軽減します。

・メンバーや地域住民、子供達に対して、もったいないと想う心、他人のことを想う心

を醸成します。

・様々なメディアに発信し、地域住民からの共感を得ると共に協力関係を築き上げます。

グリーンエコノミー委員会 副委員長 清本 賢生 TEL090-1401-3251 メール：takao.k@kiyomoto.info
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地域の課題解決につながる
ビジネスを支援します

社会課題を解決するビジネスは各地行政との連携や補助
金等をうまく活用する事がポイントです。成功事例を学
び、ワーク等を組み合わせ、体系的にポイントを理解し、
地域課題の解決に取り組む人を増やします。

①地方銀行や環境省と連携した「ESG融資活用勉強会」を提供します。

②中小企業庁と連携した「各種補助金助成金勉強会」を提供します。

③内閣府と連携した「経営デザインシート勉強会」を提供します。

④社会課題の解決とビジネスを融合させた事業者を講師とした「質的価値勉強会」を提供

します。

予算／０円 （講師の移動宿泊費がかかる場合はwebを想定）

紹介可能なパートナー／Iabm総研 環境省×各地方銀行 中小企業庁

・ローコストで地域の社会課題解決につながる勉強会、セミナー等を開催し、メンバー

の学びの機会へと繋がります。

・地域の課題解決につながるロールモデルを学ぶことができます。

・政府施策のトレンドを掴み、メンバーの企業や取り組みの成長・発展へと繋がります。

お問い合わせ：質的価値社会委員会 副委員長 玄葉 俊行 TEL090-5844-6861 メール：gemba-204@outlook.jp
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まちをもっと元気にしよう！！
市町村人口増大プロジェクト

各市町村で人口の減少が続いている中、そのまちに幸せ
の機運を醸成し、人々が住みたいと思ってもらえるまち
づくりを推進するプロジェクトです。各自治体の担当者
レベルではなく、トップと話し合いを行うことで、事業
が円滑に進みます。

➀企業へのウェルビーイング実装のサポートとして、セミナー（知る）、ワークショップ
（体感）、企業のウェルビーイング調査（体験）という実装へのプログラムを提供します。
➁連携パートナーと共に、地域企業を巻き込んだ経済セミナーを開催し、活動エリア内に
ウェルビーイングの必要性を発信し、事業を通じてアンケートに協力いただくことで、そ
の地域の「住みよいまち」を作るための重要視すべき要素を算出します。
③LOMと行政、金融機関が連携し、人々が働きがいに満ち溢れた「住みよいまち」の項
目を決定します。そして中長期計画を策定し、来年度より本格的な取組みが決定します。

予算／０円実施での説明会の場合は別途会場費用、WEB開催も可能です。

紹介可能なパートナー／ ・Well‐being for Planet Earth

・株式会社商工組合中央金庫 未来デザイン室

・従業員が労働する上での幸福度を数値化することで、経営面の良い点・悪い点が可視化
され、企業経営者は従業員が働きやすい環境を整備することができます。
・その地域内にて従業員一人ひとりのことを考えた取組みを行う企業が増えます。
・その地域、人の魅力が向上し、県外から人、資金、技術が集まり、その地に存在する企
業の価値が高まります。
・ 誰もが働きたいと思う企業があり、住んでみたいと思うまちができあがることで、人
口増につながります。

お問い合わせ：ウェルビーイング経営委員会 副委員長 篠田 旭弘 TEL08088139306 メール：a.shinoda.11471105@gmail.com
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動物にも人にも環境にも優しい
畜産農家の視察交流事業

畜産の新潮流、アニマルウェルフェアの理解を深め、地
域の生産者を応援します。

各地でアニマルウェルフェアに取り組む生産者を取材し、現地視察を行います。視察を

通じて、アニマルウェルフェアで育てるとはどういうことなのか、一般的な畜産との違い

は何なのか、生産者の飼育へのこだわりを知ることができます。

更に、生産者と協力して地域のお祭りなどでアニマルウェルフェア食品を使った料理を

販売するキッチンカーを出し、メンバーがアニマルウェルフェアの取組みを発信すること

で、より多くの市民に認知され、新たな需要を生み出すこともできます。

予算／０円（キッチンカーは生産者・事業者による負担）

紹介可能なパートナー／アニマルウェルフェアフードコミュニティジャパン（無料）

・動物本来の行動ができるようストレスなく育てるアニマルウェルフェアによる飼育の

仕方を、視察によって知ることができます。

・地域で小規模に営まれているアニマルウェルフェアに取り組む生産者と消費者のつな

がりを生み、地域交流や地域振興のきっかけとすることができます。

お問い合わせ：ユニコーンビジネス委員会 副委員長 森信 秀一郎 TEL090-8060-8228 メール：morinobu16jc@gmail.com
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新たな発見、出会いが見つかる
「ビジネスマッチングピッチ」

新規ビジネスに挑戦する経営者や、急成長を遂げた経営者か
らヒントを得て、メンバーがそれぞれの地域でのイノベー
ションやスタートアップ創出の機会となります。会員拡大を
目的とした異業種交流事業などにも応用できます。

ベンチャー企業やメンバー企業が、メンバーとのマッチングを目的として新しい自らのビ

ジネスについてピッチ（短時間のプレゼン）を行います。あわせてメンバーとの質疑応答

や交流により、新ビジネスの動向やトレンドを知るとともに、実際にビジネスを推進する

機会を提供します。

予算／約100,000円（会場費,オンライン設備等）

紹介可能なパートナー／DOGAN beta, Inc. （ベンチャーキャピタル）、株式会社ストライ

ク松本様（M&A専門家）、株式会社ボーダレス・ジャパン（ソーシャルビジネス推進）

・メンバーがビジネスを学び、推進する機会となる

・スタートアップやメンバーとの交流でネットワークが強化される

・会員拡大を目的とした交流機会となる

お問い合わせ：ユニコーンビジネス委員会 副委員長 小橋 隆司 TEL090-1627-1332 メール：koba@dscl.jp
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地域スポーツ×地域企業の架け橋
地域スポーツクラブ再興ファンディングで

スポーツの力を地域・企業へ還元。

地域のスポーツクラブのコーチや運営を、ボランティアや有志の
方々が運営してくれてる現状を我々が変えていきましょう！
チーム登録を増やす事で地域のスポーツクラブを盛り上げましょう。

地域スポーツクラブと企業をマッチングさせて双方を活性化させるプラットフォームです。
１，スポンサーして欲しいチームの登録を促してください。
２，支援をしたいチームがあったら支援をするボタンから支援をしてください。

ＪＣカップウェブサイト内に特設ページから、スポンサーを必要とする地域スポーツチーム
の情報を掲載します。支援を申し出る企業がウェブサイト内で必要事項を記入し登録をする
と、該当するスポーツチームの指定のメールアドレスへ支援の申し出が届きます。
支援を必要とする地域スポーツチームと、支援を申し出る企業が互いに契約と金銭等の交渉
を直接行って頂くことで、多様な支援と受入方法を可能にします。

予算(事業規模) 約0円～
※ファンディングに関しましては支援する金額によって様々待遇等が変わります。

紹介可能なパートナー／日本青年会議所スポーツの力委員会

スポーツの力を企業に還元、地域スポーツの活性化。
[成果１]地域スポーツを企業が応援する事で地域・地域スポーツの活性化に繋げる事が出来
ます
[成果２]誰もが夢に挑戦できる持続可能で継続性のある地域スポーツの形を作り出すことが
出来ます

お問い合わせ：委員会名：スポーツの力委員会 役職：副委員長 担当者名： 櫻田元規

連絡先：090-5581-9257 MAIL： motoki.6210991@gmail.com
ホームページURL https://jc-cup.jp/ouen/
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今までのビジョンのつくり方とは違う。
ビジョンを武器にまちを変える。

ビジョンをつくる段階から地域（まち）のステークホル
ダーを巻き込み、市民が共感をもち拡がることを前提と
した運動の仕組みをつくります。

皆さんはLOMメンバーだけでビジョンをつくっていませんか？その場合、ビジョンをつ

くった後、まちをより良くする運動に結びつきますか？市民、行政や他団体と共感で繋

がったまちのみんなでビジョンをつくり、その実現に向かって連携する姿は素敵なまちの

あり方だと思いませんか？

私たち青年世代が中心となり、ビジョンを掲げステークホルダーを巻き込んで運動を展

開することで、LOMメンバーの意識向上と、未来型の会員拡大につながります。自分たち

のまちの独自の特性を取り入れたビジョンを作りましょう！

予算／10,000~50,000円(会場設営費など。ビジョンの「絵」は別途費用発生)

紹介可能なパートナー／ビジョンを共につくりあげるパートナー（まちを想う団体・行政

関係者）

・まちの中期ビジョンを基にしたアクションプラン設計を学ぶことができる

・まちの人を巻き込み起こす運動では社会からの共感が必要であり、その生み出し方を

学ぶことができる

・中期ビジョンに市民からの共感が生まれ、まち全体に浸透させていく手法をまなぶこ

とができる

・ビジョンを基にしてアクションを起こす手法を学ぶことで自身や自社が成長するため

のヒントを得られる

お問い合わせ：ビジョナリーシティ会議 副議長 河本拓也 TEL090-6168-8848 メール：t.Kawamoto@kawamotowindow.com
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ＯＮＥＦＯＲＪＡＰＡＮ カリキュラム実施 まちの中期ビジョンの絵画展



地域のパートナーと連携した
子供と親にやさしいまちづくり

LOMと地域の企業が一体となって地域の子育て環境を考える仕組みを
構築します。また、参加企業・店舗での「ベビーファースト運動」の
取り組みを対外発信することによりLOMの運動・活動の発信と地域に
おけるプレゼンス向上に繋げることができます。

「ベビーファースト運動」は身の回りの心がけ、工夫ひとつで地域社会を良くすることができ、かつ

市民の共感を得られるJC運動です。皆さんは子どもを産み育てやすい社会の実現には何が必要だと思

いますか？まずは、一人ひとりが何を出来るか考え、そして社会の仕組みとして何が必要へ進めるこ

とが重要です。LOMがハブとなり、地域の民間企業や行政を巻き込んでまちぐるみで「ベビーファー

スト運動」を考えるタウンミーティングを開催することで地域の子育て環境を改善する仕組みを構築

することができます。

予算／7,000程度円（会場費、宣言ボード作成費、模造紙、付箋等）

紹介可能なパートナー／2022年度までの参画自治体および子育て担当課、2022年度までの参画企業

JCI日本ベビーファースト委員会（LOM向けパッケージ解説・プレゼン指導）

・子供を産み育てやすい地域づくりに向けた課題を抽出し認識する機会となります。

・「子育て」を共通項に、LOMと企業・店舗とのパートナーシップを作ることができます。

・地域の企業や店舗に子供と親にやさしい取り組みが広がり、地域の子育て環境の増進に繋がります。

・メディアに取り上げられやすいという利点を生かし、地域でのベビーファーストな取り組みを対外発

信することで、LOMの運動・活動のさらなる発信と、地域におけるプレゼンス向上が期待できます。

お問い合わせ：ベビーファースト委員会 副委員長 柴小屋雄一
TEL：080-1748-0815 メール：babyfirst2022@gmail.com
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日常にあるバイアスのかかった
行動に気付くことで、

他者に配慮する社会の実現へ

ありふれた日常の行動を見つめ直すと、そこには「こう
あるべき」等のバイアスのかかった行動があります。自
分の意識改革からスタートさせましょう！

「ジェンダー茶レンジ動画」として、みなさんの身近にある「お茶出し」という業務から

アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）を考えるきっかけづくりを行いました。こちら

をご視聴いただき、LOMや地域にある企業でアンコンシャスバイアスついて考えてもらい、

その運動が広がることで、誰もが生きたいように生きられる社会に繋げます。

予算／０円

紹介可能なパートナー／内閣府男女共同参画局、ＵＮＷｏｍａｎ日本事務所

・ジェンダー平等を考えるきっかけになる

・自身の周りにある、不平等、バイアスに気付くことができる

・普段やりなれた事に対して「なぜやるか」を考えることにより、日常にある違和感に気

付くことができる

お問い合わせ：インクルージョン推進委員会 副委員長 福田 竜也 TEL：090-5682-6447 メール：tatsuya-f@po.incl.ne.jp
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血液が不足している社会の課題を認識。
外部パートナー共働しながらという直接経験。

地域から必要とされるＬＯＭへ

献血という命を救う活動を多くのパートナーと実践し、地域で
輝く共感の輪を広げ、持続可能な地域社会をつくりましょう！

LOMの近くに献血ルームがあればすぐに実施できます。近くに献血ルームがない場合、

献血バスを日本赤十字社に依頼します。より多くの人を巻き込み持続可能な運動とするた

め、共に活動していただけるパートナーを選定し、活動をすると運動が広がります。

予算／０円

紹介可能なパートナー／厚生労働省、日本赤十字社、公益社団法人日本医師会、一般社団

法人日本ライオンズクラブ、公益財団法人日本骨髄バンク、PRTIMES他

・LOMのメンバーが献血活動によって人の命を救えるという実感を感じ、同時に外部

のパートナー等と関わることで共感得るための実践知が得られます。

・各LOMが献血事業を通じてPRTIMESを通じて大手メディアに広報でき、LOMのブ

ランディングになります。

お問い合わせ：インクルージョン推進委員会 副委員長 久田辰徳 TEL:08079557742メール：kudatatsunori@yahoo.co.jp
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宇宙を利活用した
まちづくり＆ビジネスチャンス！

実際に宇宙ビジネスを構築されている企業、団体の多くは、
共に夢を描き、可能性を追いかける仲間を探しています。
貴方の社業やLOMの運動が宇宙開発に大きな革新をもたらす
かもれません！

「宇宙ビジネス」と聞いて、まだまだ遠い世界だと感じている人も多いと思います「宇宙

インターネット」「宇宙ビッグデータ」「惑星探査」「宇宙旅行」という4つのトレンド

市場や、ロケット、AI解析、スペースポート誘致といった産業部門だけではなく、防災や

災害対応、教育、地域活性化においても宇宙を連動させることで新たな可能性を見出す事

ができます。可能性の宝庫である宇宙を題材に、ワークショップを開催します。

予算／０円～

紹介可能なパートナー／ JAXA、(一社)SPACE FOODSPHERE、avatarin（株）

国際栄養情報センター 国際災害栄養研究室、佐賀県 制作部企画チーム

（講演費用は別途発生します。)

・衛星データの利活用を知ることで既存のビジネスの幅が広がります。

・様々な宇宙ビジネスを周知することで新たなビジネスが見つかります。

・災害時の宇宙の利活用を知ることでこれからのまちづくりにおける一助となります。

・子供たちが夢を描ける。教育、地域活性化のツールとなります。

お問い合わせ：まちのレジリエンス確立委員会 副委員長 園田 耕太郎
連絡先：090-7454-2022 MAIL：sktu1221@yahoo.co.jp
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宇宙ワークショップ



災害大国日本を
地域から強くする！

地域の未来は私たちが守る！
発災時に迅速かつ効果的な支援を行える強い地域
となるため、平時から出来ることを考えましょう。

災害はいつどこで起こるかもわかりません。明日、貴方の住み暮らす地域が被災するかも

しれません。貴方の地域が被災地となった時、メンバーである貴方と所属するLOMは地域

のために一体何ができるでしょうか。発災時に必要不可欠な情報の共有と復旧復興に向け

ての支援を迅速に行うことができるように、平時より訓練や地域の行政や社会福祉協議会

との連携を実施すること、地域の防災意識の向上を図ることが可能となります。

予算／0円～

紹介可能なパートナー／ 各地区、各県、各市町村社会福祉協議会

JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)、日本赤十字社各ブロック

・それぞれのLOMにおける防災意識の向上、地域のレジリエンス能力の向上が図れます。

・地域のウィークポイントを発見、確認し、効果的な防災・減災事業の構築ができます。

・ 同じ目的を有する対外団体との交流を行い、効果的な発信・支援を行う事ができます。

・メンバーが少ないLOMでも、JCI日本、地区協議会、ブロック協議会、災害支援団体と

協力した迅速で効果的な支援体制の構築を想定できます。

お問い合わせ：まちのレジリエンス確立委員会 副委員長 加藤 高明
連絡先：080-3030-4260 MAIL：kumanokodounomizu@yahoo.co.jp
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JCI JAPANウクライナ支援プロジェクト
Next Generations×Love Dream&Happiness

いま世界ではたくさんの命が奪われている。
現実を知ることで、見えてくる未来のカタチ。
メンバーも学生たちも「世界平和」を改めて考えるきっかけに。

ウクライナ避難民の生活支援を主軸とした、全国の学生たちへの出前講座です。出前講座

では、ウクライナ避難民へ講演料をお支払いするという生活支援を主軸として、ロシアに

よる侵攻の背景やウクライナの歴史や文化をはじめ、避難民がどのような経緯で日本に

やって来たのかなど、リアリティある講演を通じて、参加した学生たちがこれから自分自

身ができることを改めて考えていただく機会となります。

予算／要相談 紹介可能なパートナー／

・ウクライナ語通訳 Japan Force Of Ukraine 創設者 桜衣 美子 ヴェロニカ氏 ⇒ 有料

・ウクライナからの避難民 ⇒ 有料（講演料を生活支援としてお支払い）

・ウクライナの現状を理解することで、国際平和とは何かを再考することができる

・次世代がつくるべき国際社会への主体者意識を醸成することができる

・避難民のリアルな声を聴き、万が一の際の自らの行動に役立たせることができる

お問い合わせ:日ロパートナーシップ委員会 副委員長 岡村 和樹 TEL080-5092-5537 メール:nichiro.partner2022@gmail.com
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